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つつつつじじがが丘丘自自治治会会ニニュューースス   2020年4月（No.309） 

                        つつじが丘自治会ホームページ http://www.tutujigaoka-kobe. jp 

重 要  

   世界的に新型コロナウイルスの感染者が８５万人を超えました。日本でも2,２００人を

超えています。死者もたくさん出ています。神戸まつりも中止されました。 

地域福祉センターも4月13日（月）までは閉館の指示が神戸市からありました。 

小学校施設開放事業は4月13日（月）まですべて中止、自治会集会所の利用も緊急かつ 

必要な会議などは自治会長の許可があれば認めますが、それ以外の利用は4月13日（月） 

までは中止します。状況の変化があれば変更もありますので、ご承知おきください。 

 各家庭でも、アルコール消毒・丁寧な手洗い・マスクをするなど気をつけてください。 

 つつじが丘でも、大勢の人が集まる会は今後の情勢を見て変更します。 

新しい年度が始まります。新しいそれぞれの役員さんが決まりました。本部役員や支 

部長さんは総会で承認していただく予定ですが、4 月１日から役割はしていただく予定

です。皆さんのご協力をお願いします。 

※ 新型コロナの影響で4月19日（日）の役員会は新支部長・新本部役員・旧本部役員の 

代表１名の参加とします。5月17日（日）の総会は、開催方法を役員会で決定したいと 

思います。 

 

１．定期総会のお知らせ 
    ５月17日（日）１０時～ １丁目自治会集会所 

    １０：００ 自治会定期総会 

    １１：００ ＣＡＴＶ管理運営組合定期総会 

   総会議案書は、４月２９日（水）から支部長さん、班長さんを通じ配布いたします。 

ぜひ総会にはご参加下さい。総会に出席・欠席のどちらかに○をつけ、欠席の場合は委任 

状に記入し、５月12日（火）までに班長さんを通じて支部長さんに提出をお願いします。 

 

２．２０２０年度役員改選のお知らせ 

    ２０２０年度の各班より推薦された支部長、生活文化部役員、及び子供会役員は下記の 

通りです。 支部長・本部役員は５月１７日（日）の総会で承認されます。 

〔支部長・生活文化部役員〕  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 支部長      生活文化部役員・部長 伊藤敦子 

１丁目 津島迪子 三井和代 

２丁目 林みどり 加藤貴志・尾崎由紀子 

３丁目 土井美恵 長谷川貢一 

４丁目 米本正子 福元康子 

５丁目 丸岡順子 前川志のぶ 

６丁目 田本幸 村田裕子・稲垣一枝 

７丁目東 大木誠一 児島英子 

７丁目西 上田郁恵 津田裕美子・香川時江 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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〔子供会役員〕 

代表 村井優子 １丁目 木谷佳世子・藤井清美・坂川和美  

副代表 石田朋子 ２丁目 猪坂理恵子・大平千晶・ 

副代表 玉田利沙 ３丁目 木村眞由美 

会計 浜口悠子 ４丁目 小林友子・船本知子 

書記 吉岡紘子 ５丁目 笹田由佳・藤木明子 

  ６丁目 樺嶋千恵 

  ７丁目東 柳田円 

  ７丁目西 小倉亜弓 

 

３．会費についてのお知らせ 

    『前期自治会費集金』 

         ４月中旬から班長さんが自治会費の集金に廻られますのでご協力お願いします。 

      例年、転勤等の理由でつつじが丘の家を空き屋にして居を構えていない場合の自治会費 

支払いにつき時折お問い合わせがあります。何を判断基準にするかはむずかしいところ 

ですが下記を一つの判断基準にしたいと思います。 

     ・ 全くの空屋状態（電気、ガス、水道等を停止している）の場合は支払いは不要。 

     ・ 時々自宅に戻られ生活をされるような場合でも会費を納めていただけるようお願いし 

     ます。 

         なお、ほんの極く少数ですが自治会に加入されない世帯がありますが、ゴミ置き場等

は自治会の所有がほとんどであり、利用は自治会加入が条件になります。 

         つつじが丘ではみなさんの力で防災対策をしていますので、未加入の方は必ず加入を

お願いします。また自治会サービスの恩恵を受けることもできません。 

 

４．「ごみの分別」講習会について 

今年も神戸市環境局垂水事業所に来ていただいてゴミの分別についての講習会を実施 

したいと思います。 

 日時  ５月１０日（日）１０：００～１１：３０ 

 場所  １丁目自治会集会所 

 講師  神戸市環境局垂水事業所 

 内容  １．つつじが丘地域の現状 

２．各ステーションの実態 

３．資源、リサイクルの現状 

４．蛍光管の拠点回収 

５．ごみの分別（プラスチックなど） 

６．カセットボンベ等の出し方について 

    ※ ゴミの捨て方などで分からない事を質問する時間もありますので、たくさんの方々に 

参加して頂きたいと思います。 

    ※ 新型コロナウイルスの影響で中止または延期の可能性があります。 
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５．桜のつどい 
     つつじが丘公園の桜は４月のはじめの週が見頃だと思いますが、 

例年では桜が咲いてから１週間ほど午前中「つつじが丘公園桜の 

園」の解放していましたが、今年は開放いたしません。 

新型コロナウイルスの影響で、ご家族、お友達であっても 

2mぐらいの間隔を置いてお楽しみください。 

今年は甘酒の接待は中止いたします。 

また、俳句サークル「風」の皆さんは３月２５日（水）から展示しています。 

 

６．神戸まつり協賛 垂水区ミニサッカー大会 

        ５月２４日（日）つつじが丘小学校で、つつじが丘自治会主催の神戸まつり協賛垂水区 

ミニサッカー大会が行われる予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で神戸祭りも中 

止されたことにより、ミニサッカー大会も中止の方向です。 

 

７．子供会からのお知らせ 

     地域の皆様にはいつも子供会活動にご理解とご協力を有難うございます。 

    コロナの影響を受けながらではありますが、令和２年度も子供たちのたくさんの笑顔と喜 

ばしい成長のために、子供会役員一同頑張っていきたいと思っております。本年度もよろ 

しくお願い致します。 

 

（1）囲碁・将棋教室 

３月２８日（土）が最終日でしたが、コロナの影響により中止となりました。 

一年間ありがとうございました。 

４月の開催もコロナの影響により中止となりました。 

※ 次回は５月の予定です。 

５月９日(土)午前１０時から、ふれあいセンター２階 

今年度、囲碁･将棋教室に参加したい人は小学校より配布される申込用紙にてお申し 

込み下さい。昨年度参加された方も必ずお申し込みください。（締切日厳守でお願いい 

たします。 

 

（2）「新旧役員合同つつじが丘公園掃除」 

３月８日（日）雨天中止 

旧役員の皆様、一年間公園掃除ご協力ありがとうございました。 

  次回のつつじが丘公園掃除は、４月１２日（日）９：３０（雨天中止） 

 

（3）「インターネットの正しい利用方法～防犯・ネット犯罪講習会」 

      ３月１４日（土）に予定していましたが、コロナの影響により延期となりました。 

（延期） 日時：５月２３日（土）午後 

場所：１丁目自治会集会所 

※ 詳細は、掲示ポスター・小学校からのプリントをご確認ください。 

お子様はもちろん、保護者、地域の皆さんのご参加おまちしております。 

※ コロナの感染拡大状況により、変更の可能性があります。 
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（4）「6年生を送る会」   

３月２１日（土）はコロナの影響により残念ですが中止となりました。 

６年生の子供たちを最後に笑顔で送ってあげたい気持ちでいっぱいでしたので、中止 

はとても残念でした。会を出来なかった代わりに、プレゼントは例年より少し豪華にし、 

贈り物として用意させていただきました。 

とても素直で明るく、そして下級生のお世話も一杯してくれた優しい６年生の子供達。 

ご卒業おめでとうございます！そして中学ご入学おめでとうございます！！ 

 

（5）「みんなでつくって食べよう」 

      ３月２８日（土）もコロナの影響により残念ながら中止となりました。 

     最後まで開催の為の準備をしてくださりありがとうございました。 

 

（6）登校時見守りと挨拶運動実施について 

      ４月１０日（金）～１６日（木）、登校時見守りと挨拶運動をします。 

      登校時7：40～8：15頃  

      通学路に黄色い腕章をした保護者の皆さんが立って下さいます。子供達が安心して楽 

しく登校できるように、地域全体で見守っていきましょう。 

 

（7）今後の予定 

     ５月２３日（土）に予定をしていた「つつじっ子まつり」はコロナ 

の感染拡大の影響により延期になりました。 

      秋に開催を延期予定しています。 

 

８．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

    自治会では給配食サービスから配食をやめ、会食を中心とした給食にしています。 

少しでも外に出ていただく目的ですから多くの方の参加をお願いします。 

 

 

        ★ 一人暮らし・高齢者給食サービス 「ふれあい給食会」 

         ★ ４月は中止します。 

        

対象者： ６５歳以上の一人暮らしの方、８０歳以上の方で会食に参加できる方 

※ 参加ご希望の方はご連絡下さい ※ 

申し込み・問い合わせ：当日集会所にお越し下さい。 

（又は当日集会所へ☎７０９－２３４６） 

 

         ※ 新型コロナウイルスの影響で５月以降も中止が続く可能性があります。 
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９．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

（地域貢献事業） 

   花と野菜づくり 

４月１１日（土）（中止） １１：００～１２：００  小学校の畑と花壇 

 

つつじが丘読書の会（はちみつ）  新規メンバー募集しています！！ 

課題図書を読んでいてもいなくても、興味のある方は覗いて見てください。 

毎月、第一土曜日に活動をします。      代表者   上野 敬子 

４月４日（第１・土）（中止） １４：００～１６：００   市民図書室 

５月２日（第１・土） １４：００～１６：００   市民図書室 

 

（つつじっ子わくわくタイム） 

本事業では、小学校の施設を活用して地域の方々の参画のもと、小学校休業日を除く毎週 

火曜日の放課後に小学生の安全・安心な活動場所作りを勧めています。 

3学期はコロナウィルスの影響で1月14日から2月25日までの計6回での終了とな 

りました。 

児童の参加人数はインフルエンザの学級閉鎖もあり218人（平均33人）でした。 

子どもたちに寄り添った安全指導員は平均7人です。 

令和2年度は5月12日からのスタートになります。 

6月には卓球教室、カプラのワークショップと楽しい行事を開催予定です。今まで参加し 

ていた子どもたちも新一年生も楽しみにしていてください。 

説明会は4月28日を予定しています。詳細は新学期に配布されます小学校からの案内を 

ご覧下さい。                        代表世話人 中田尚美 

 

10．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

・ 新年度会員数２０２名でスタートします、いつからでも参加出来ます！ 

 年会費１，０００円です、ぜひご参加ください。 

 

・ 新サークル紹介 

①毎月、第１・第２月曜日 １３：００～ センター２階 

         １から始める健康マージャン、初心者中心です。 

②毎月、第３月曜日 １０：３０～ 集会所 健康吹き矢・ダーツ 

③毎月、第３水曜日 ９：２０～ 集会所 ‘ばあば’の知恵袋（目からうろこ） 

         第１回目は、ピロシキを作ります！ ３００円 

～ コロナウイルスの影響で、４月のサークル活動が中止になることもあります。 

 

・ 毎年、つつじが丘公園の桜の開花時、シニアクラブは甘酒の接待をしています。 

 今春はコロナウイルスの影響の為、春には見送り、少し落ち着いた頃にしたいと思います。

その時はお知らせいたします、ご了承ください。 
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11．民生委員児童委員からのお知らせ 

○ 「笑顔の広場」 

      福祉関係全般の相談をお受けいたします。桃山台あんしんすこやかセンターから地域 

支え合い推進員も加わり情報の提供をいたします。 

また主任児童委員は、子育ての相談もお受けしております。  

お気軽にお立ち寄りください。 

 

※ なお、小さなお子様がおられるご家庭や、外出困難な方のご相談には訪問もいたして 

おります。 

日 時  ４月２２日（第４水曜日） １０：００～１２：００ 

場 所   つつじが丘地域福祉センター（つつじが丘ふれあいセンター） 

 

各地区担当 民生委員児童委員 

     １・２丁目     石飛 久美子 

      ３・４丁目東   小林 兼一郎 

          ４西・５丁目  𠮷本 純美 

          ６・７丁目   中田 尚美 

          主任児童委員  吉原 安紀 

 

12．アルゼンチンアリの対策について 

     今年も暖冬で、アルゼンチンアリの活動が続いているようです。ひどいところは液体の 

薬剤があります。まいていただいてもいいと思いますのでご連絡ください。 

公の場所だけですのでよろしくお願いします。ベイト剤は環境省から届いていますので 

設置をしていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

13．気をつけましょう 

 （１）カセットボンベ・スプレー缶等の袋が変わりました（４月１日から） 

      カセットボンベ・スプレー缶等は「燃えないごみ」の袋に入れて出していましたが、 

     透明な袋など内容が見える袋（１５Lまで）（４５ｃｍ×５５ｃｍまで）で場所を分け 

て出してください。 
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 （２）蛍光管などの収集方法が変わります（４月１日から）  

   回収協力店での回収 

     これらのものには水銀が含まれているため、拡散を防ぐ目的ですので、下記の回収協 

力店で回収していますのでご協力をお願いします。 

ご家庭から出る環型・直管型・電球型・コンパクト型の蛍光管 

 

 

 

つつじが丘周辺の回収協力店 

イオンジェームス山店・エディオン垂水店・カインズ神戸垂水店 

ケーズデンキガーデンシティ垂水店・ホームセンターコーナン小束山店 

ホームセンターコーナンジェームス山店・ホームセンターコーナン名谷店 

ヤマダ電機家電住まいる館YAMADA神戸垂水店・ヤマダ電機ヤマダアウトレット 

垂水店 

 

 

対象外のもの  （燃えないごみの日に出してください）  

・LED製品、白熱電球、グロー球等の水銀が含まれていないランプ類や、割れた蛍光管 

 は対象外です。「燃えないごみ」へ出してください。 

 

 

・家庭用のものに限ります。お店や会社などの事業活動に伴って出るものは産業廃棄物 

 となり、対象外です。 

＜不法投棄は犯罪です＞不法投棄には5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、 

またはこれらの併科、さらに法人に対して3億円の罰金となります。（廃棄物の処理 

及び清掃に関する法律） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つつじが丘の公園や道路をきれいに利用しましょう！！ 

犬の糞・お菓子の袋や食べかす・タバコの吸い殻などは、必ず自分で持ち 

帰るという習慣をつけましょう 

神戸市では「ぽい捨ての禁止と路上喫煙をしない」が条例で規定されています。 
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広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2020年４月１日） 

     班長さんへ：自治会ﾆｭｰｽの配布は、必ず各戸に戸別配布（ﾎﾟｽﾄに投函）して下さい。

今月のゴミ収集・廃品回収・公園清掃 

☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布  １～４丁目 ４月  １・１５日（水）  生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの廃品回収            ５月 ６日（水）      〃 

                               ５～７丁目 ４月 ９・２３日（木）      〃 

                              ５月１４日（木）      〃 

    廃品回収は、自治会の収益事業ですのでたくさん出して下さい 

☆ 燃えるごみ               毎週火曜日・金曜日       生ゴミ置き場 

                      ５月 １日（金）   〃 

☆ 燃えないゴミ（ｶ゙ ﾗｽ類、陶器類）、（小型の家電製品、小型の金属類）、 

ｶｾｯﾄﾎ゙ ﾝﾍ゙ 、ｽﾌ゚ ﾚー 缶   毎月第１・３木曜日    ４月 ２・１６日（木）   荒ゴミ置き場 

                            ５月 ７日（木）     〃 

☆ 缶･ｶ゙ ﾗｽ瓶・ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ 

   毎週水曜日           ４月 １・８・１５・２２・２９日（水）   荒ゴミ置き場 

                               ５月 ６日（水）      〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日             ４月 ６・１３・２０・２７日（月）  荒ゴミ置き場 

５月 ４日（月）     〃 

 それぞれ指定袋に入れられるものです。入らないものは大型ごみで有料です。 

★公園・道路清掃（自治会）                   ４月１２日（日）    ９時 

    ※ごみ出し時間は５：００～８：００です。必ず守って下さい。 

★ ＣＡＴＶ管理組合の入会・転居による退会、管理費収納、口座番号変更等の諸手続きの 

連絡は、       （連絡先）長谷川公子 

★ ご家庭のテレビ（つつじが丘ＣＡＴＶ）の写りが悪いときは 

        （連絡先） JATO電話番号  昼間        ０６－６３５１－２９３１ 

★ 地デジ実施に伴う相談は 

            （相談先） 油谷 泰 

★ 宅内配線に問題がある場合は、つつじが丘ＣＡＴＶについて対応できる電気工事の店を 

確認していますので、必要な場合は問い合わせください。 

            （有）テクニカ、北舞子4丁目、 ０７８－７８１－７７６３ 

           パナショップヤマモト、名谷町、 ０７８－７０７－８１６２ 

★ 衛星放送を視聴するためのアップコンバーターは、つつじが丘でしか使えません。 

つつじが丘以外に転居する場合は、CATV管理運営組合にご寄贈をお願いします。 


